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監 査 結 果 公 表 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づく財政的援助団体等に係る監査を実施したので、

同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

平成31年２月12日 

新潟県監査委員 栗 山 和 廣 

新潟県監査委員 石 塚   健 

新潟県監査委員 長 部   登 

新潟県監査委員 高 橋   猛 
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財政的援助団体等

（出資法人）

監 査 年 月 日

円

公立大学法人新潟県立大学 3,462,596,047 平成30年12月12日 　特に指摘する事項はない。

公立大学法人新潟県立看護大学 2,285,244,000 平成30年12月10日 　同　　　上

公益財団法人新潟県中越大震災復興基金 100,000,000 平成31年１月９日 　同　　　上

公益財団法人新潟県中越沖地震復興基金 10,000,000 平成30年12月25日 　同　　　上

公益財団法人にいがた産業創造機構 258,971,750 平成30年12月４日 　同　　　上

公益社団法人新潟県農林公社 10,000,000 平成30年12月27日 　同　　　上

新潟県住宅供給公社 50,200,000 平成30年12月17日 （指摘事項）
　退職手当について、準用する県職員の
退職手当に関する条例が改正されていた
にもかかわらず、改正前の条例の支給割
合を適用したため、過支給となったもの
が１件453,526円あった。
　例規の確認を徹底されたい。

公益財団法人新潟県下水道公社 34,800,000 平成30年12月３日 　特に指摘する事項はない。

一般財団法人新潟県地域医療推進機構 3,040,000,000 平成30年12月３日 （注意事項）
　総会・理事会及び監事に関する事項

公益財団法人新潟県都市緑花センター 300,000,000 平成30年11月29日 （注意事項）
　物品管理に関する事項

公益財団法人新潟県スポーツ協会 15,000,000 平成30年12月５日 （注意事項）
　公印の管理に関する事項

公益社団法人新潟県水産振興協会 2,175,503,060 平成30年12月12日 　特に指摘する事項はない。

公益財団法人新潟県女性財団 99,229,000 平成30年12月５日 （注意事項）
　現金の管理に関する事項

出 資 金 額団 体 名 監 査 の 結 果 等
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円

公益財団法人新潟県国際交流協会 390,900,000 平成30年11月29日 　特に指摘する事項はない。

新潟県漁業信用基金協会 202,850,000 平成30年12月５日 　同　　　上

公益財団法人新潟県環境保全事業団 50,000,000 平成30年12月17日 　同　　　上

北越急行株式会社 2,505,000,000 平成30年12月12日 　同　　　上

新潟万代島総合企画株式会社 76,750,000 平成30年12月５日 （注意事項）
　契約事務に関する事項
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（公の施設の指定管理者）

監 査 年 月 日

円

公益財団法人にいがた産業
創造機構

新潟県起業化支援・交流
拠点施設

8,284,000 平成30年12月４日 　特に指摘する事項はない。

一般財団法人新潟県地域医
療推進機構

新潟大学地域医療教育セ
ンター・魚沼基幹病院

0 平成30年12月３日 　同　　　上

公益財団法人新潟県都市緑
花センター

新潟県立大潟水と森公園 30,754,000 平成30年11月29日 　同　　　上

公益財団法人新潟県スポー
ツ協会

新潟県健康づくり・ス
ポーツ医科学センター

156,400,000 平成30年12月５日 　同　　　上

新潟万代島総合企画株式会
社

新潟コンベンションセン
ター
新潟県万代島駐車場
新潟港万代島緑地

55,000,000 平成30年12月５日 　同　　　上

サイエンス・フューチャー
グループ
・公益財団法人科学技術広
　報財団
・株式会社コングレ

新潟県立自然科学館 290,638,000 平成30年12月７日 　同　　　上

紫雲寺記念公園プロモー
ションパートナー
・環境をサポートする株式
　会社きらめき
・株式会社紫雲寺記念館
・株式会社新潟グリーンテ
　ック

新潟県立紫雲寺記念公園 99,072,000 平成31年１月10日 （指摘事項）
　平成29年度年間事業報告書
における事業費の執行状況に
ついて、計上漏れや計算誤り
が多数見受けられた。
　県の所管課と協議の上、提
出済みの事業報告書について
必要な訂正等を行われたい。

（注意事項）
　体育館の使用許可に関する
事項
　契約事務に関する事項

グリーン産業株式会社 新潟県立島見緑地
新潟県立聖籠緑地

48,300,000 平成30年12月３日 　特に指摘する事項はない。

監 査 の 結 果 等団 体 名 施 設 名 指 定 管 理 料
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（補助団体）
監 査 年 月 日

円

公立大学法人新潟県立大
学

公立大学法人新潟県立大
学運営費交付金

727,465,067 平成30年12月12日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 新潟水俣病関連情報発信
事業補助金

985,205 平成30年12月12日 　同　　　上

公立大学法人新潟県立看
護大学

公立大学法人新潟県立看
護大学運営費交付金

602,595,443 平成30年12月10日 　同　　　上

公益財団法人にいがた産
業創造機構

にいがた産業創造機構運
営費交付金

578,532,028 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 創業・経営革新総合支援
事業費補助金

230,633,548 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 創業・経営革新総合支援
事業費補助金（にいがた
県産品マーケット開拓強
化事業）

84,079,703 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 外部人材による新ビジネ
ス展開支援事業費補助金

6,601,620 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 新潟県産業創造事業費補
助金

5,583,748 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 地域中核企業国内販路開
拓促進事業費補助金

63,290,000 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 海外市場獲得サポート事
業費補助金

73,454,450 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 建設企業経営革新支援事
業補助金

15,637,970 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 新潟県産業高付加価値化
設備投資緊急促進事業補
助金

431,125,000 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 新潟県高成長設備投資促
進事業補助金

249,053,000 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 起業チャレンジ奨励事業
費補助金

41,479,462 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 U・Iターン創業加速化事
業費補助金（平成28年度
新潟創業加速化事業継続
分）

2,120,000 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 U・Iターン創業加速化事
業費補助金

51,044,835 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 新潟県中小企業等外国出
願支援事業費補助金

8,977,994 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 緊急経営安定化支援事業
費補助金

31,105,000 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 県産品販路拡大・情報発
信支援事業費補助金

158,370,513 平成30年12月４日 　同　　　上

団 体 名 補 助 事 業 名 補 助 金 額 監 査 の 結 果 等
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円

公益財団法人にいがた産
業創造機構

戦略産業創業・第二創業
支援事業費補助金

7,233,072 平成30年12月４日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 訪日外国人向け販路開拓
事業費補助金

1,415,690 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 研究開発型企業育成支援
拠点整備事業（起業・産
学官連携支援事業）補助
金

141,065,515 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 新潟県ソウル事務所及び
新潟県大連経済事務所運
営費交付金

46,322,000 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 県産品韓国輸出振興事業
に係る費用負担金

3,000,000 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 中国販路開拓支援事業に
係る費用負担金

712,000 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 中国環境ビジネス支援事
業に係る費用負担金

1,669,728 平成30年12月４日 　同　　　上

同　　上 中国介護関連ビジネス支
援事業に係る費用負担金

708,452 平成30年12月４日 　同　　　上

公益社団法人新潟県農林
公社

農地中間管理機構事業 170,722,000 平成30年12月27日 　同　　　上

同　　上 機構特例農地売買支援事
業費補助金

10,289,000 平成30年12月27日 　同　　　上

同　　上 ６次産業化サポートセン
ター設置・運営事業

13,907,442 平成30年12月27日 　同　　　上

同　　上 就農相談・受入対策事業 18,410,000 平成30年12月27日 　同　　　上

同　　上 民有林造林事業 115,016,041 平成30年12月27日 　同　　　上

同　　上 新潟県農林公社職員給与
事業

1,297,273 平成30年12月27日 　同　　　上

同　　上 森林整備活性化資金助成
事業補助金

19,018,899 平成30年12月27日 　同　　　上

同　　上 県産材サプライチェーン
プロジェクト事業

45,258,640 平成30年12月27日 　同　　　上

同　　上 森林整備加速化・林業再
生事業（林内路網整備・
林業専用道）

28,646,960 平成30年12月27日 　同　　　上

同　　上 にいがたフォレスト・
ワーク支援事業

15,594,000 平成30年12月27日 　同　　　上

一般財団法人新潟県地域
医療推進機構

政策医療交付金 1,769,280,000 平成30年12月３日 　同　　　上

同　　上 周産期母子医療センター
運営事業補助金

6,409,000 平成30年12月３日 　同　　　上
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円

一般財団法人新潟県地域
医療推進機構

感染症指定医療機関運営
事業補助金

936,000 平成30年12月３日 　特に指摘する事項はない。

同　　上 病院内保育所運営費補助
金

2,124,000 平成30年12月３日 　同　　　上

同　　上 産科医等確保支援事業補
助金

2,416,000 平成30年12月３日 　同　　　上

同　　上 新人看護職員研修事業費
補助金

925,000 平成30年12月３日 　同　　　上

同　　上 臨床研修費等補助金 837,805 平成30年12月３日 　同　　　上

同　　上 医療施設運営費等補助金 17,000 平成30年12月３日 　同　　　上

同　　上 新型インフルエンザ対策
事業費補助金

129,000 平成30年12月３日 　同　　　上

同　　上 経営改善委託業務負担金 7,020,000 平成30年12月３日 　同　　　上

公益財団法人新潟県女性
財団

公益財団法人新潟県女性
財団事業費補助金

30,703,000 平成30年12月５日 　同　　　上

公益財団法人新潟県国際
交流協会

公益財団法人新潟県国際
交流協会補助金

43,600,000 平成30年11月29日 　同　　　上

公益財団法人新潟県環境
保全事業団

エコパークいずもざき第
３期処分場整備補助事業
補助金

1,072,468,000 平成30年12月17日 　同　　　上

北越急行株式会社 新潟県ほくほく線安全輸
送設備等整備事業補助金

33,245,622 平成30年12月12日 　同　　　上

同　　上 「乗って・体験して・楽
しい」地方鉄道体験型地
域活性化事業補助金

123,000 平成30年12月12日 　同　　　上

越後交通株式会社 生活交通路線維持費補助
金

156,006,000 平成30年12月10日 　同　　　上

同　　上 生活交通路線維持費補助
金（北越後観光バス株式
会社分）

21,191,000 平成30年12月10日 　同　　　上

 


